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浪岡城の歴史

　中世の館は展示室と文化ホールを備えた複合施設です。
　展示室には、浪岡城が築城された頃の津軽地方の時代背景がわかる
資料や、浪岡城跡の発掘調査で見つかった、15世紀後半から16世紀
末を主体とした武器類や陶磁器、生活用品、推定復元した部屋の一部
などが展示されています。
　旧館（第２展示室）は、昭和初期の旧浪岡小学校を改築し、縄文時
代からの浪岡地区の歴史などを展示しています。

中世の館

　浪岡城は、織田信長、武田信玄、上杉謙信などの全国の有力大名が天
下取りを目指して争った「戦国時代」に、津軽平野の約三分の一を治
め、油川以北にも勢力を伸ばしていたと考えられている浪岡北畠氏の居
城です。浪岡北畠氏は鎌倉幕府を倒した足利尊氏が最も恐れた武将と言
われた北畠顕家の子孫と伝えられています。
　浪岡城跡は、昭和15年２月10日に青森県初の国史跡指定を受け、平
成29年４月６日には「続日本100名城」にも選ばれました。

浪岡地区の祭りや行事

ぜひ、浪岡に

遊びに来て

くださいね！

地域づくり振興課
戸崎蓉子

中世の館

浪岡城跡

浪岡地区の史跡を中心とした

歴史をつなぐ新たな挑戦！
　浪岡地区には、国の指定史跡である浪岡城跡等があり、北畠まつりなどの歴史豊かな祭りや
行事が受け継がれています。
　市では、浪岡地域の振興を図るために設立した「青森市浪岡地域振興基金」を活用し、浪岡
の歴史や文化を活かした地域振興や誘客促進に取り組んでいます。
問浪岡事務所総務課（☎0172－62－1115）

　イベントの詳細は、本紙や市ホームページなど
で随時お知らせします。

４月…なみおか桜まつり
５月…浪岡りんご花まつり
６月…ラベンダーまつり
７月…納涼夜店まつり
８月…浪岡北畠まつり、火の玉探検
２月…細野相沢冬物語、やぶこぎ大会　など
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　桜の名所として後世に残すた
め、桜のせん定や健康状態の調査
を行います。また、イベントなど
で訪れた方々の受入環境を整える
ため、臨時駐車場を整備します。

中世の館

リニューアルプロジェクト

　平成４年のオープン以来、初
めて展示室のリニューアルを行
います。わかりやすく、見やす
い展示により、何度でも訪れた
くなる施設を目指します。

　浪岡地区に多くの人を呼び込
むため、各団体と連携しなが
ら、イベント内容の検討や、観
光案内サインの整備などを行い
ます。

浪岡地区誘客促進

　　　　プロジェクト

なみおか中世の里
イメージキャラクター
ばさらくん

浪岡城跡の桜をせん定・

調査し、必要に応じて治

療を行います。

（Ｈ30～32年予定）

浪岡城跡に100台程度の

臨時駐車場（砕石舗装）

を整備します。

（Ｈ30年予定）

解説パネルの更新や模

型、高屋敷館遺跡の出土

品等を新たに展示します。

（Ｈ30～32年予定）

浪岡地区の各団体と連携

しながら、観光プロモー

ションを実施します。

（Ｈ30～32年予定）

浪岡城の歴史をわかりや

すく整理し、ホームペー

ジ等で公開します。

（Ｈ30～32年予定）

「中世の里」をほうふつ

とさせるノベルティグッ

ズ等を作成し、観光ＰＲ

に活用します。

（Ｈ30～32年予定）

子供が楽しく歴史を学ぶ

きっかけづくりとして

「スポーツ鬼ごっこ合

戦」等を実施します。

（Ｈ30～32年予定）

アンケート調査を基に、

観光マップやサインを制

作します。

（Ｈ30～31年予定）

桜の保存 臨時駐車場の整備 展示リニューアル 検討組織立ち上げ

浪岡城ストーリー 浪岡城デザイン 子供向けイベント 観光マップ・サイン

守る 活かす 見つ
める 活かす

活かす見つ
める つなぐ 活かす

歴史を「守る」「見つめる」「活かす」「つなぐ」
３つのプロジェクト

浪岡城跡桜保存

　　　　プロジェクト

　市では、今後３年間で、浪岡城跡や中世の館などの史跡を積極的に活用し、地域振興や誘客促
進を図るため、歴史を「守る」「見つめる」「活かす」「つなぐ」をキーワードに３つのプロジェ
クトに取り組みます。

浪岡観光ガイド隊がご案内！
　青森市浪岡観光協会では、
平成28年度から浪岡地区の
歴史・遺跡・史跡を案内する
ガイドの育成を始めました。
　みなさんに喜んでいただけ
るよう、わかりやすく、楽しい
ガイドを心がけています。ぜ
ひ、お気軽にご利用ください。
問青森市浪岡観光協会
　（青森市浪岡商工会内、
　 ☎0172－62－2511）

私たちが、真心込めて
ご案内します！
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青森市中世の里歴史文化的アメニティ形成事業 

【浪岡地区誘客促進プロジェクト】≪提案事業≫ 

 

担当部 浪岡事務所 担当課 地域づくり振興課 

関係課 教育課、文化財課 

 

1 事業名  

浪岡城跡プロモーションビデオ制作事業 

２ 事業概要 

浪岡城跡は、八戸市の根城のように当時の建物が復元整備されていないため、来訪者や住

民が当時の城の様子を実感することができない。このため、当時の浪岡城の推定復元イメー

ジ図と、ドローンによる空撮映像を合わせ、浪岡城の分かりやすい解説等を盛り込んだ映像

（動画）を制作するものである。この映像を中世の館や市のホームページ、道の駅なみおか

アップルヒル、更には、市内の観光施設やＪＲ・港湾・空港等で上映し、浪岡地区の歴史・

文化を幅広く発信し、誘客促進を図る。 

また、浪岡地区の小・中学校においても地元の歴史を学ぶ教材として活用し、子どもたち

のシビックプライドの醸成・高揚を図る。 

 

≪具体的な取組≫ 

①浪岡城跡等空撮映像の作成 

浪岡城跡をはじめ湿生花園や西山公園、浪岡緑道など浪岡地区の景観をドローンによ

り撮影し映像化する。 

 

②浪岡城の再現映像の作成 

浪岡城の推定復元イメージ図を用いて再現映像を作成するとともに、スマホ・タブレ

ット等を用いて、現地で再現映像を見ることができるようにする。 

 

③浪岡城跡プロモーションビデオの制作 

①の空撮映像や②の推定復元イメージ図による再現映像を活用しながら、浪岡城跡の

歴史や特徴、発掘された遺物、浪岡城跡で開催されるイベント等を、ストーリー性を持

って紹介するプロモーションビデオを制作する。 

３ スケジュール 

平成 31 年度 

平成 32 年度 

・むつ小川原地域・産業振興プロジェクト支援助成事業への応募 

・公募型プロポーザル募集・審査・決定・契約 

・成果品納入・モニター設置（上映開始） 

資料① 



 

４ 備考 

【経費及び特定財源の内訳】 

経費の内訳 特定財源の内訳 

区  分 概算額（千円） 区  分 概算額（千円） 

浪岡城跡等プロモー

ションビデオ制作費 
3,300 

むつ小川原地域・産業振興 

プロジェクト支援助成金 
2,640 

青森市浪岡地域振興基金 ６６０ 

浪岡城跡建物推定復

元イメージ図作成費 
421 青森市浪岡地域振興基金 421 

プロモーションビデ

オ上映用機器購入費 
700 青森市浪岡地域振興基金 700 

事務費 79 青森市浪岡地域振興基金 79 

計 4,500 計 

むつ小川原地域・産業振興

プロジェクト支援助成金 
2,640 

青森市浪岡地域振興基金 1,860 

 

【むつ小川原地域・産業振興プロジェクト支援助成】 

○制度概要  公益財団法人むつ小川原地域・産業振興財団では、県内における市町村や地域

団体等が実施する地域の活性化や産業の育成・振興のためのプロジェクト活

動、調査研究活動等の事業に対して、必要な資金の助成を行っている。 

○助成金額  助成対象経費の 5 分の 4 以内 

○応募手続  10 月末   助成応募締切 

       11・12 月 事業ヒアリング（応募者から事業内容を聞き取り） 

        1・ 2 月   検討審査会による審査 

        3 月上旬    採否結果通知 



青森市中世の里歴史文化的アメニティ形成事業 

【中世の館リニューアルプロジェクト】≪修正案≫ 

 

担当部 教育委員会事務局 担当課 文化財課 

関係部局課 教育課 

 

1 事業名  

中世の館展示リニューアル事業（展示等制作） 

２ 事業概要 

■老朽化したビデオ・歴史散策コーナー等を撤去・改修し、川原館遺跡（川原御所）及び高屋敷館

遺跡発掘調査出土品・解説パネル等を展示 

■子どもが視覚的に理解できるイラストの作成・パネル制作 

■浪岡城「内館」の発掘調査ジオラマの設置（既存の北館のジオラマと合体） 

■既存の解説パネルの等更新（わかりやすく・見やすい表現に変更） 

 

３ スケジュール 

平成 30年度  

平成 31年度 

平成 32年度 

・設計図作成（直営） 

・川原館遺跡（川原御所）・高屋敷館遺跡の発掘調査出土品・解説パネル等の制作 

・浪岡城跡「内館」ジオラマの制作、解説パネル等更新 

４ 進捗状況 

・現在、高屋敷館遺跡の解説パネルの原稿を作成中 

５ 備 考 

 

ジオラマ制作取りやめ 

資料② 



資料③

青森市浪岡地域振興基金　収支見込み（H31.2.15時点）

○執行済額（H27～H29年度）

歳　入

区　分 平成27年度 平成28年度 平成29年度 計

積立金 115,759,486 115,809,591 109,223,387

運用利益 50,105 14,566 11,004 75,675

合計（①） 115,809,591 115,824,157 109,234,391

歳　出

区　分 平成27年度 平成28年度 平成29年度 計

元気チャレンジ活動支援事業 0 5,330,078 7,381,721 12,711,799

補助金（公共プログラム） 0 5,277,670 7,381,721 12,659,391

補助金（ビジネスプログラム） 0 0 0 0

事務費 0 52,408 0 52,408

歴史文化的アメニティ形成事業 0 1,270,692 0 1,270,692

浪岡地域力活性化事業 0 150,300 0 150,300

施設案内標識整備事業 0 1,120,392 0 1,120,392

合計（②） 0 6,600,770 7,381,721 13,982,491

基金残高（①-②） 115,809,591 109,223,387 101,852,670

○支出予定額（H30～H32年度）

歳　入

区　分 平成30年度 平成31年度 平成32年度 計

積立金 101,852,670 72,748,428 39,156,428

運用利益 15,000 15,000 15,000 45,000

合計（③） 101,867,670 72,763,428 39,171,428

歳　出

区　分 平成30年度 平成31年度 平成32年度 計

元気チャレンジ活動支援事業 14,990,242 19,129,000 19,129,000 53,248,242

補助金（公共プログラム） 10,488,487 10,000,000 10,000,000 30,488,487

補助金（ビジネスプログラム） 4,372,755 9,000,000 9,000,000 22,372,755

事務費 129,000 129,000 129,000 387,000

歴史文化的アメニティ形成事業 14,129,000 14,478,000 9,549,000 38,156,000

浪岡城跡桜保存事業 9,450,000 5,313,000 3,320,000 18,083,000

浪岡城跡活用整備事業 3,228,000 0 0 3,228,000

中世の館展示リニューアル事業 0 4,986,000 2,770,000 7,756,000

文化財を中心とした地域活性化事業 1,077,000 1,505,000 1,599,000 4,181,000

浪岡観光案内サイン整備事業 374,000 2,674,000 0 3,048,000

浪岡城跡プロモーションビデオ制作事業 0 0 1,860,000 1,860,000

合計（④） 29,119,242 33,607,000 28,678,000 91,404,242

基金残高（③-④） 72,748,428 39,156,428 10,493,428

※基金残高は、浪岡城跡桜保存事業（樹木治療）及び浪岡地区の誘客促進に向けた取組に充当予定


